


（ 公 印 省 略 ）

  丹篠教学第１７４８号

令和元年１２月１２日

各学校長  様

丹 波 篠 山 市 教 育 長

  このことについて、全教職員の共通理解のもと、学校・家庭・地域の連携を一層密にし、児

童生徒が安全で有意義な生活が過ごせるよう配意願います。

  ついては、別紙の事項について、各学校の実態に応じた具体的な取組を願うとともに、適切

な指導を願います。

令和元年度冬季休業日を迎えるにあたっての生徒指導について（通知）

丹波篠山市教育委員会事務局

学校教育課（担当：采女達也）

TEL：０７９－５５２－５６５３
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令和元年度冬季休業日を迎えるにあたっての生徒指導について

    丹波篠山市教育委員会

１ 自主的・主体的な生活ができるよう指導する

（１） 児童生徒が２学期の生活を振り返るとともに、「いきいきささやまっ子学力向上プラン」を活

用するなど、主体的によりよい学習・生活の計画を立て、自らの計画にしたがって粘り強く取り

組むよう指導する。また、年末年始を迎えるにあたり、日頃の生活を振り返るとともに、新年を

機に新たな目標を立て、それに向かって取り組むよう指導する。

（２） インターネット・ＳＮＳの利用においては、その特性を理解するとともに、トラブルが起こっ

てしまう前に、自ら考え、適切に利用できるよう指導する。

（３） 教育の原点は家庭であるという観点に立ち、保護者と連携しながら家族の一員としての役割を

持たせ、自己有用感が得られるよう指導する。

（４）地域行事へ積極的に参加するなど有意義な体験活動に取り組むよう指導する。

（５）友人や家族、地域の人々との人間的な触れ合いの中で、命と人権を大切にする心を育むよう指

導する。

（６）早寝、早起き、朝ごはん、手洗い、うがいなど健康な生活を送るための基本的生活習慣を身に

つけさせる指導の徹底を図る。

２ 真の心の居場所づくりに努める

（１） 保護者や地域の人々の意見を聞く工夫を図るとともに、参画と協働を得ながら、児童生徒の生

活実態等について十分把握し、温かい励ましや支援を行う。

（２） 悩みや迷いがある児童生徒が、相談しやすい体制の充実を図る。特に、先生や家族、友人や関

係機関（校内のいじめ対応チーム・丹波篠山市教育支援センター・ひょうごっ子悩み相談センタ

ー・ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談）等、誰かに相談しやすいよう窓口の周知を図る。

（３） いじめや不登校、指導上配慮が必要な児童生徒については、家庭訪問するなどして児童生徒の

内面的な理解に努めるとともに、当該児童生徒及び保護者の気持ちに寄り添った適切な助言をす

る。また、不登校については、個々の児童生徒毎に不登校になったきっかけや継続理由の把握に

努め、その児童生徒にあった支援策を策定することが重要であることから「児童生徒理解・教育

支援シート」等を活用し、組織的・計画的に支援を行う。

（４） 「いじめの兆候」についてもいじめの定義に従い積極的にいじめとして認知する。いじめられ

ている場合には、自分の胸の中に留めて悩み続けず、先生、家族、友人等に相談するよう指導す

る。さらに、「いじめは絶対に許されない」という意識を一人一人の児童生徒に徹底し、いじめを

助長したり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという認識、また、いじめ

を大人に伝えることは正しい行為であるという認識を、児童生徒に持たせるよう指導する。

（５） 児童生徒の自殺予防においては、自尊感情を育み、命の大切さを実感させる教育のより一層の

推進を図るとともに、教職員一人一人が児童生徒の発達段階における心理的な特徴を十分に理解

し、必要に応じて保護者との面談等を行うなど、日頃から児童生徒の心情の変化を察知すること

に努める。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携を図り、児童生

徒に寄り添うカウンセリング・マインドの醸成に努めるとともに、組織における情報共有を密に

し、組織的に対応する。

関係機関

丹波篠山市教育支援センター            ０７９－５５２－５８２４
丹波篠山市適応指導教室「ゆめハウス」       ０７９－５９０－８１１１
ひょうごっ子悩み相談センター            ０１２０－０－７８３１０
ひょうごっ子悩み相談（分室）           ０７９－５５２－６０５９
ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談       ０６－４８６８－３３９５
ひょうごっ子ＳＮＳ悩み相談            
川西こども家庭センター丹波分室            ０７９５－７３－３８６６
丹波篠山市保健福祉部社会福祉課家庭児童相談室   ０７９－５５２－７１０１
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３ 法や社会のきまりを守る態度を育てる
（１） 交通事情が厳しい昨今、また年末年始の交通の繁忙期でもあることから自転車の運転による交

通の危険を防止するための講習に関する規定（平成２７年６月１日施行の道路交通法）などの交

通ルールを遵守し、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、事故防止の徹底について十

分指導する。

（２） 校外児童会・校外生徒会等を活用し、児童生徒が主体的に危険箇所の把握と危険な場所（線路

内及び周辺など）には立ち入らないよう指導する。また、遊具等の安全な使用方法について指導

し、事故防止に努める。

（３） 善悪の判断や施設利用のマナーをはじめ、社会ルールを守る態度の育成と指導の徹底を図ると

ともに、児童会・生徒会等において児童生徒の自発的、自治的な活動が効果的に展開されるよう

指導することによって、いじめ、万引き、喫煙、飲酒、薬物乱用及び深夜徘徊などの問題行動の

未然防止に努める。

（４） 情報通信機器（パソコン、スマートフォン・携帯電話、ゲーム機器等）の適切な使用について、

インターネット・ＳＮＳ上の誹謗・中傷、有害情報の氾濫に潜む危険からの回避能力を身に付け

させるとともに、自分を律し適切に行動できる正しい判断力と相手を思いやる心を育むなど情報

モラル教育の充実に努める。また、家庭にも情報通信機器の負の側面への理解を求めるとともに、

家庭において利用に関する約束を考える機会を持つように促す。

（５） 夜間の外出は被害や問題行動につながりやすい。健全な生活を送ることができるよう指導する。

４ 家庭や地域と連携し、健全育成を図る
（１）懇談会等においては、保護者に児童生徒の変化（インターネット・ＳＮＳ利用、金銭、持ち物、

行動等）に注意を払うよう促す。また、懇談会等を児童生徒の情報を得る機会とするとともに、

学校における児童生徒の頑張りを具体的に伝えることを通じて、家庭においても「ほめ・認める」

ことを促し、子どもたちの意欲を高める。

（２）学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の取組をはじめＰＴＡや近隣の学校、地域の諸団

体との連携を密にし、児童生徒の問題行動や不審者による被害等が発生しないよう努めるととも

に、発生した場合には速やかに関係機関と連携がとれるように協力体制の充実を図る。また、不

審者による被害が発生した場合には、児童生徒及びその家庭から速やかに警察に通報するように

指導する。

（３）年末・年始には児童生徒が普段より高額の金銭を手にすることが考えられることから、金銭の

無駄遣いをしないよう指導する。

５ 児童生徒の安全確保及び安全管理の徹底を図る
（１）学校外での児童生徒の安全確保について、家庭・地域との連携を密にし、外出の際は行き先を

はっきりさせる、明るいうちに帰宅させるなど注意喚起の徹底を図る。

（２）万一の場合に備え、児童生徒に対して緊急に避難できる「子どもを守る家」を確認させるとと

もに、対処法を具体的に指導し、自己安全管理についての意識の高揚を図る。

（３）暖房器具等火気の使用機会が増す時期であり、児童生徒の防火意識が高まるよう指導するとと

もに、緊急時の適切な対応について指導する。

（４）緊急時の対応について、児童生徒及び関係諸機関への迅速な対応について、マニュアルが機能

するよう全教職員に共通理解の徹底を図る。

（５）３学期に向け、「丹波篠山市学校園安全管理マニュアル」及び「丹波篠山市学校園安全教育実践

事例集」を有効に活用し安全で安心な学校運営に努めるとともに、学校施設及び通学路の再点検

の徹底を図る。

参考資料

篠山市学校園安全管理マニュアル          平成２３年２月篠山市教育委員会発行
篠山市学校園安全教育実践事例集          平成２４年３月篠山市教育委員会発行
「いきいきささやまっ子学力向上プラン」リーフレット平成３０年３月篠山市教育委員会発行
指導力パワーアップの手引き確かな学力を育む   平成２６年３月篠山市教育委員会
丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例  平成２６年４月１日施行
いじめ対応マニュアル＜改訂版＞         平成２９年８月兵庫県教育委員会
いじめ対策に係る事例集              平成３０年９月発行
丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する行動指針 平成２６年４月１日実施 平成３０年１月改定
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資 料 

      １１月２５日（月）神戸新聞                  １１月２８日（木）神戸新聞 

 

 

 

 

令和元年度 市 学力・生活習慣状況調査（i-check ５月２１日）の結果について【独自調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 ４年 ５年 ６年 中１ 中２ 中３

54.4 57.8 65.9 60.3 73.3 76.4 81.5

45.6 42.2 34.1 39.7 26.7 23.6 18.5

３年 ４年 ５年 ６年 中１ 中２ 中３

25.7 21.6 35.3 35.3 64.3 66.7 74.4

50.7 55.3 46.0 46.0 24.9 21.4 18.5

17.1 14.2 12.1 12.1 8.1 8.1 4.8

6.4 8.9 6.5 6.5 2.7 3.8 2.2

３年 ４年 ５年 ６年 中１ 中２ 中３

4.1 7.6 8.0 9.6 24.9 24.4 22.1

10.2 11.8 8.4 12.1 7.4 9.3 9.9

50.8 39.2 41.3 46.5 26.5 19.4 20.5

35.0 41.4 42.3 31.9 41.2 46.9 47.5

Q６　利用しているスマートフォンは，だれのものですか

自分のもの

その他

親のもの

きょうだいと共用

コミュニケーション（SNSなど）

情報を調べる

ゲームをする

音楽を聞いたり動画を見たり

Q５　スマートフォンでインターネットを利用していますか

はい

いいえ

Q７　インターネットを利用して，一番よくしていることは何ですか
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平成３０年度インターネット利用のルール啓発推進事業 各校の取組内容 

 

１ 啓発活動 

 ・学校だより、学年通信の活用による保護者への啓発（ルール、アンケート結果等を掲載） 

・学校ホームページの活用 

・生徒会新聞の活用 

・国、県の発行する啓発リーフレットを増し刷りし、各家庭に配付 

 ・ルールを明記したクリアファイル、カレンダー、ポスター、マグネットシート、うちわの

作成、配付 

 ・「インターネットの約束」のしおりを作成、配付 

 ・すべての家庭においてルールを作成。そのルールをラミネートパウチし各家庭に配付 

 ・児童会による啓発劇を発表 

 ・横断幕、のぼりの作成、設置 

 ・PTA総会、地区別懇談会、学級懇談会での情報モラルについての情報提供 

 ・家庭内におけるルールづくり、スマホのフィルタリングの徹底について、保護者に協力を

依頼  

 

２ 研修会等 

研修会名称等 対象者 講師・協力団体等 

・情報モラル研修会  

・PTA人権講演会「楽しいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 家庭

での対話編」 

保護者、教員、児童 ＬＩＮＥ株式会社 

情報モラル授業と教職員研修 ４～６年生 

教職員 

鳥取県情報ﾓﾗﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

今度珠美 

情報機器の使い方講習 保護者、教員、児童 嶋田亜紀 

・PTA研修会 

・スマホ、ケータイ安全教室 

保護者、教員、児童

生徒 

ＫＤＤＩ 

篠山警察署講話「あひルのおやコ」 児童 篠山警察署 

・人権参観日講演「スマホやネットの危険

性について」 

・地域の青少年健全育成推進協議会との共

催による情報モラル研修会「自分のＳＮＳ

のセーフボーダーラインを知る」 

保護者、教員、児童

生徒 

ＮＩＴ情報技術推進ネッ

トワーク株式会社 

情報モラル教育講演会「ネット社会の怖さ

を知ろう」 

４～６年生、保護

者、教職員 

仏教大学教育学部 

教授 原 清治 

・インターネット利用に関する講演会 

・サイバー犯罪防止教室 

保護者、教員、生徒 兵庫県警察本部サイバー

犯罪対策課 
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３ アンケート調査の内容 

 ・スマホ、ゲームなどの使用時間の調査 

 ・スマホ、携帯電話の保持状況の調査 

 ・スマホ、タブレットの使用内容 

 ・オンラインゲーム機によるインターネット利用状況 

 ・オンラインゲーム機の使用内容 

 ・家庭でのルールの有無、その内容 

   

４ その他の取組み 

 ・インターネット利用ルールの見直し・検討（児童会） 

 ・授業において文科省が作成する「情報化社会の新たな問題を考える教材」を活用 

 ・情報機器の取り扱い等について各学期の終業式で指導 

 ・情報モラルについての授業（道徳等） 

 ・スマホサミットへの参加 
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１１月２５日（月） 朝日新聞デジタル 

 

ＳＮＳで事件被害、少年少女１８１１人 どう防ぐか？ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大阪市住吉区の小学６年の女児（１２）が行方不明になり、栃木県小山市内で保護された事件で、未成年者

誘拐の疑いで逮捕された伊藤仁士容疑者（３５）はＳＮＳを通じて女児に接触し、誘い出したとされる。子ど

もがＳＮＳのやりとりだけで顔も知らない大人と会い、事件に巻き込まれるケースは後を絶たない。どう防げ

ばよいのか。 

 警察庁によると、昨年にＳＮＳを通じて事件に巻き込まれた１８歳未満の子どもは１８１１人で、統計を取

り始めた２００８年以降で２番目に多かった。近年は小学生の被害が増えており、昨年は過去最多の５５人。

中学生は６２４人、高校生は９９１人だった。スマホなど携帯電話でＳＮＳを使った子どもが１６３２人と全

体の９割を占めた。 

 被害者が使ったＳＮＳは「ツイッター」が最多の７１８人。学生限定のチャット型交流サイト「ひま部」２

１４人、「ＬＩＮＥ」８０人、チャットアプリ「マリンチャット」７８人、動画配信サービス「ツイキャス」

４６人だった。有害情報を閲覧できないようにするフィルタリングの利用の有無を調べられた１５５９人のう

ち１３７２人（８８％）が利用していなかったという。 

 今年９月には、千葉県内の小学校高学年の女児を誘拐したとして、県警は茨城県の男（２９）を未成年者誘

拐の疑いで逮捕した。男はＳＮＳで「親の所にいるのが嫌なら、俺の所に来なよ」と女児にメッセージを送っ

て家出させ、車で自宅まで連れ出したという。 

 埼玉県では先月、３０代の男が、ツイッター上に家出を望む書き込みをしていた女子中学生に「相談にのる

よ」と返信して連れ出し、約４０日間にわたって自身の借家に住まわせたとして未成年者誘拐容疑で逮捕され

た。 

 子どものネット利用に詳しい藤川大祐・千葉大教授（教育方法学）は「ＳＮＳで知り合った大人と実際に会

うのは危ないと思っていても、スマホで遊ぶゲームなど共通の趣味があれば『信頼関係』はできてしまう」と

話す。匿名アカウントを取得できるＳＮＳなら年齢も問われず、子どもが簡単に大人とやりとりできる。「不

安や不満を家族には打ち明けられないとき、頼れそうな大人を探せる環境がＳＮＳ上にはある。スマホを使う

場所や時間をルール化するなどまずは保護者が関心を持つことが大切だ」と指摘する。 

 兵庫県立大の竹内和雄准教授（生徒指導論）は「悪い大人が子どもにつけ込む構図がある以上、保護者に頼

るのは限界がある。不特定多数の人と交流するサイトの年齢認証を厳しくするなど国や業界による対応も求め

られる」と指摘する。 

 全国の小中学校で無料のネット安全教室を開く、ゲーム大手グリーの小木曽健さんは「ネット上で良い人と

悪い人を見分けるのは大人でも至難の業。人生経験のない子どもには不可能だ」と話す。ネット上に子どもと

接点を持ちたがる悪意を持った大人がいて、大人がＳＮＳを利用すれば簡単に子どもと知り合えることを、大

人が子どもに教えるべきだとしている。（八木拓郎、小林太一、吉村治彦） 

 

ネット犯罪から子どもを守るために大人ができること 

・子どもが被害に遭った実際のネット犯罪について学び、できるだけ具体的に説明する 

・ネット上に子どもと接点を持ちたいと考えている悪意を持った大人がたくさんいることを教える 

・悪意を持った大人がＳＮＳを利用すれば、簡単に子どもと知り合えてしまうことを理解させる 

・ネット上は性別や年齢、職業、性格などを容易に偽装でき、大人でも見抜くことが難しいことを伝える 

・ネットで知り合った人と会わないように教える。また、会うことに大きなリスクが伴うことも教える 

・フィルタリング機能を利用する。ただ、効果は限定的なので、過信しない 

※グリーの小木曽健さんへの取材による 
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（ 公 印 省 略 ）

  丹 篠 教 学 第 １ ９ ８ ０ 号

令和元年１２月１３日

各学校長  様

丹 波 篠 山 市 教 育 長

    

このことについて、別添実施要項により実施します。

ついては、各学校で検討いただき、積極的に活用願います。

記

１ 送付書類

(1)令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業実施要項

(2)令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業重点研究 （別紙）

２ その他

  本事業実施に係る自由研究の申請書については、重点研究指定校が決定後に送付します。

「令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業」の実施について

丹波篠山市教育委員会事務局

学校教育課（担当：方山直人）

TEL：０７９－５５２－５６５３

写
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令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業実施要項

丹波篠山市教育委員会

１ 趣  旨

令和２年度より、小学校では新学習指導要領が全面実施となり、中学校は令和３年度から新学習指導

要領が全面実施となる。

子どもをとりまく状況の変化や社会からの要請は多様化・高度化し、児童生徒に「生きる力」を育む

ため、教職員は一丸となって育成すべき資質・能力の意義を共有し、カリキュラム・マネジメントの視

点に立ち、総合的にとらえ構造化された授業の創出のため、的確に研究を進めていかなければならない。

そのため、丹波篠山市教育委員会として、指定研究事業を「重点研究」と「自由研究」に分け、実施

する。

２ 対 象 校

  市内小・中・特別支援学校

３ 重点研究について

（１）内容と期間  ※詳細は別紙

  《小学校》各研究における指定校は１校とする。

①資質・能力向上研究指定校（２年間）

・丹波篠山市の学力課題を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善に取り組

み、評価も含め、児童の資質・能力向上に寄与する研究を行う。

②言語能力育成研究指定校（１年間）

・国語科において語彙指導の改善等により言語能力の育成を図るとともに、国語科における今

日的な課題である読解力や複数の情報を関連付けて読む力等についての研究を行う。

③個に応じた指導の充実研究指定校（１年間）

・児童の実態、学校実態などに応じて、最も効果的な指導方法を工夫し、組織体として総合的な

力を発揮できるよう研究を行う。

  《中学校》各研究における指定校は１校とする。

①資質・能力向上研究指定校（２年間）

・丹波篠山市の学力課題を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善に取り組

み、評価も含め、生徒の資質・能力向上に寄与する研究を行う。

  ※大山小学校と篠山中学校の２校については、上記の内容とは別に、学力向上研究指定校（令和元年

から２年間）として令和２年度も引き続き研究を行う。

（２）予算

    １校あたり上限を１０万円とする。

（３）指定校の決定

    丹波篠山市小・中学校長会からの推薦をもとに、丹波篠山市教育委員会事務局が各指定研究校を

決定する。
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４ 自由研究について

（１）内容と期間

   各学校の教育課題解決に向け、授業改善、教材開発等の実践的な研究を行う。指定期間は１年間

とする。（問題データベースの年度当初からの積極的な活用）

（２）予算

    １校あたり上限を５万円程度とする。（主に講師謝金として）

（３）指定校の決定

事業実施希望校からの申請により、丹波篠山市教育委員会事務局が決定する。

① 事業実施を希望する学校長は、「令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業実施申請書（自

由研究）」（別紙様式）（以下、申請書とする）を提出する。

  ② 丹波篠山市教育委員会事務局は、申請書により、実施校及び委託額を決定し、通知する。

  ③ 参考事項

    指定校決定に係るスケジュール

          令和２年２月２８日（金）        申請書提出期限

３月中旬         各学校への決定通知

５ その他

（１）研究の成果については、積極的に市内各学校に広めることとする。

（２）重点研究と自由研究を兼ねることはできない。

（３）国や県等の指定研究と市の指定研究を兼ねることはできる。予算は国や県等の予算を優先する。
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研究指定名 指定期間 研　究　内　容 取組方法（例） 期待する研究成果

1
学力向上研究指定校

　　【大山小学校】（継続）

２年間
(R1・R2)

・学力・学習状況調査結果から課題を明らかにし、児童が意欲を持ち、自ら学
習に取り組む手立ての工夫。
・主体的・対話的で深い学びを実現するための授業展開。
・児童の意欲を高めたり、思考を深めたりするＩＣＴ機器の効果的な活用方法。
・新学習指導要領に基づく評価の仕方。

・学力・学習状況調査結果の分析
・授業研究の実施
・外部講師を招聘した研修
・先進校視察や研修会への参加
・年間指導計画や評価の見直し
・「ひょうごつまずきポイント指導事例集」の活用

・学力・学習状況調査結果の分析による課題と対策
・児童の学習意欲を高める効果的な教材の蓄積
・主体的・対話的で深い学びを実現する授業やＩＣＴ機器を活用し
た授業の実践事例集の作成
・新学習指導要領に基づく評価

2 資質・能力向上研究指定校
２年間
(R2・R3)

・丹波篠山市の学力課題を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点から
授業改善に取り組み、評価も含め、児童の資質・能力向上に寄与する研究を
行う。
・カリキュラム・マネジメントの視点から、各教科の「見方・考え方」を指導者が
的確に理解し、教科横断的に資質・能力を向上させる研究を行う。
・通常学級における、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支
援の工夫（ユニバーサルデザイン）についての研究を行う。

・学力・学習状況調査結果の分析
・授業研究の実施
・外部講師を招聘した研修
・教科横断的な年間指導計画や評価の見直し
・ＩＣＴ機器の効果的な活用
・ユニバーサルデザインにおける支援の工夫

・教職員が「主体的・対話的で深い学び」の視点における授業改
善に向けたカリキュラム・マネジメントの推進
・児童の主体的な学び（自ら問い、考え、表現する力）の向上
・主体的・対話的で深い学びを実現する授業やＩＣＴ機器を活用し
た授業の実践事例集の作成
・新学習指導要領に基づく評価

3 言語能力育成研究指定校
１年間
(R2)

・国語科において語彙指導の改善等により言語能力の育成を図るとともに、国
語科における今日的な課題である読解力や複数の情報を関連付けて読む力
等についての研究。
・国語科で培った力を基本に、知的活動の基盤やコミュニケーションや感性・
情緒の基盤という言語の役割の観点から、記録や報告、説明、討論など、各
教科等内容や特質に応じた言語活動を教育課程の中に体系的に位置づけて
教科横断的な視点で言語能力を育成。

・言語事項に関わる内容の検討や分析
・教材やワークシートの活用
・言語活動を充実させた国語科および他教科の
授業研究の実施
・外部講師を招聘した研修
・教科横断的な年間指導計画や評価の見直し

・「体験から感じ取ったことを表現する」「概念・法則・意図など解
釈し、説明したり活用したりする」「互いの考えを伝え合い、自ら
の考えや集団の考えを発展させる」など、発達段階に応じ、言語
活動が充実した学習
・言語能力を育成するための単元を工夫した指導、年間計画や
時間割のモデルの作成
・基礎基本の定着に効果的な教材やワークシートの蓄積
・新学習指導要領に基づく評価

4
個に応じた指導の充実研究
指定校

１年間
(R2)

・児童の実態、学校実態などに応じて、最も効果的な指導方法を工夫し、組織
体として総合的な力を発揮できるよう研究を行う。
・個別やグループ別指導といった学習形態の工夫や問題データベースを活用
し、理解の状況に応じたくりかえし指導、学習内容の習熟に応じた課題学習、
補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導の研究を行
う。
・専科指導やティーム・ティーチング、合同授業、交換授業など、教師一人一
人の得意分野や専門性などを生かした指導体制の工夫を行う。また、学校外
の様々な分野の専門家の参加・協力を得たりし、指導の効果を高める研究を
行う。

・児童の実態（特別な配慮を必要とする児童、
日本語指導等）に応じた指導方法・教材やワー
クシートの活用
・学校の実態（小規模校・遠隔地・教員の専門
性等）に応じた指導方法・指導体制の工夫
・外部講師を招聘した研修
・ICT機器の効果的な活用（日本語指導・遠隔
地）
・問題データベースの活用
・授業のユニバーサルデザイン

・個に応じた基礎基本の定着に効果的な教材やワークシートの
蓄積
・遠隔授業システムを活用した学習効果の向上
・どの子も考えられる工夫、集中できる工夫、わかりやすく興味
が持てる工夫などすべての児童が参加し、わかりやすい授業の
充実
・問題データベースを活用し、主体的な家庭学習の充実や個に
応じた支援の充実

研究指定名 指定期間 研　究　内　容 取組方法（例） 期待する研究成果

1
学力向上研究指定校

　　【篠山中学校】（継続）

２年間
(R1・2)

・学力・学習状況調査結果から課題を明らかにし、生徒が意欲を持ち、自ら学
習に取り組む手立ての工夫。
・「ひょうごつまずきポイント指導事例集」等を活用した主体的・対話的で深い
学びを実現するための授業実践。
・生徒の意欲を高めたり、思考を深めたりするＩＣＴ機器の効果的な活用方法。

・学力・学習状況調査結果の分析
・「ひょうごつまずきポイント指導事例集」の活用
・授業研究の実施
・外部講師を招聘した研修
・予習教材の研究や開発

・学力・学習状況調査結果の分析による課題と対策
・生徒の学習意欲を高める効果的な教材の蓄積
・主体的・対話的で深い学びを実現する授業やＩＣＴ機器を活用し
た授業の実践事例集の作成

2 資質・能力向上研究指定校
２年間
(R2・3)

・丹波篠山市の学力課題を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点から
授業改善に取り組み、評価も含め、児童の資質・能力向上に寄与する研究を
行う。
・カリキュラム・マネジメントの視点から、各教科の「見方・考え方」を指導者が
的確に理解し、教科横断的に資質・能力を向上させる研究を行う。
・通常学級における、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支
援の工夫（ユニバーサルデザイン）についての研究を行う。

・学力・学習状況調査結果の分析
・授業研究の実施
・外部講師を招聘した研修
・教科横断的な年間指導計画や評価の見直し
・ＩＣＴ機器の効果的な活用
・ユニバーサルデザインにおける支援の工夫

・教職員が「主体的・対話的で深い学び」の視点における授業改
善に向けたカリキュラム・マネジメントの推進
・生徒の主体的な学び（自ら問い、考え、表現する力）の向上
・主体的・対話的で深い学びを実現する授業やＩＣＴ機器を活用し
た授業の実践事例集の作成
・新学習指導要領に全面実施に向けた評価のあり方

① 小学校 学力向上研究 大山小学校 R1・２　　２年間

② 中学校 学力向上研究 篠山中学校 R1・２　　２年間

【参考】　令和元年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業　重点研究

（　別　紙　）

　　　令和２年度丹波篠山市教育委員会指定研究事業　　重点研究

小学校

中学校
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  事 務 連 絡

令和元年１２月１２日

各学校長  様
丹波篠山市教育委員会事務局

学 校 教 育 課 長

学力向上に係るプレゼン資料の活用について

このことについて、下記の資料を送付します。

ついては、学力向上の取組が一層進むよう、貴校の教職員に周知願います。

記

１ 送付物（プレゼンテーション資料）

（１）学力の樹を育む「４つの力」について

（２）学力の分布について

（３）３観点での評価について

（４）主体的な学習習慣の形成について

２ その他

（１）本資料は、「学校サイボウズ」の「ファイル管理」、以下のフォルダに保存しています。

「学校教育課」⇒「各種研修会」⇒「学力向上プレゼン」

（２）今後、必要に応じてプレゼン資料を作成します。その際には、サイボウズ等で周知する

とともに、上記フォルダに保存します。

（３）プレゼン資料には台本も記入済みです。校内研修等で活用願います。

（４）指導主事が校内研修等に参加する際、上記資料をもとに話をすることは可能です。希望

がある場合は学校教育課まで連絡願います。

丹波篠山市教育委員会事務局 学校教育課

担当：大野 圭一

TEL：０７９－５５２―５６５３

FAX：０７９－５５２－８０１５

E-mail : oono-keiichi@gw.city.sasayama.hyogo.jp

写
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